2017年1月26日

日本初！ ～成田空港で受取OK「無料SIMカード（500MB分の通信込）」が付いてくる～

無料インターネット通信から体験・ツアー予約、交通手配、決済まで
訪日外国人ニーズをワンストップで解決するアプリ「WAmazing」開始
わめいじんぐ

WAmazing株式会社（代表取締役社長：加藤 史子、本社：東京都港区、以下「WAmazing」）は、訪日外国人旅行者対象のス
マートフォン向けアプリサービス『WAmazing（読み：わめいじんぐ）』を2017年1月26日（木）より提供いたします。
外国人旅行者は『WAmazing』アプリを訪日前に居住国にてダウンロードし会員登録（無料）をすることで、日本滞在中に無料
でインターネット通信環境が使えるSIMカードを成田空港で受け取ることができます（※１） 。また東京都内を走る約1.2万台
のタクシーの配車、各種観光アクティビティや日帰りツアー、観光タクシーの手配・購入が『WAmazing』内で可能です。
（※１）成田空港第１・第２・第３ターミナルビルの国際旅客到着口付近に合計４台設置される「デジタルサイネージ付き無料
SIMカード受取機」にて、2017年2月1日（水）より受け取り運用開始。 500MB、5日間まで無料でデータ通信ができる。アプリ
内で決済を行うことで、データ通信量の追加購入および利用日数の延長が可能。

■ 『WAmazing』アプリの目指すこと
近年、訪日外国人旅行者数は増加傾向にあり、2016年は2404万人となりました。また「明日の日本を支える観光ビジョ
ン」（安倍内閣、2016年3月30日策定）において、日本の訪日外国人旅行者目標は2020年に4,000万人、2030年に6,000
万人が目標とされ、地方創生の観点からも注目される成長産業となっています。
しかし、訪日外国人旅行者の多くは東京・大阪・京都などの、いわゆる「ゴールデンルート」に集中し、旅行者消費によ
る経済波及効果を得られている地域は、まだ限定的です。そこで、外国人旅行者にニーズの高いインターネット通信環
境を無料提供する『WAmazing』アプリ内にて、日本各地の観光情報を発信し、かつ、実際に交通手段や観光アクティビ
ティや日帰りツアーをアプリ内で予約・手配（決済）できる機能を提供します。これにより、訪日外国人旅行者に、日本各
地の魅力や潜在的に価値ある観光資源をあまねく伝え、都市部のみならず全国様々な地域で素晴らしい観光体験をし
ていただくとともに、外国人旅行者消費による経済波及効果を日本全体で最大化していくことを目指します。

■ 『WAmazing』アプリで出来ること
※以下はサービス開始時。今後、順次、拡大予定
【日本でのインターネット通信が無料】
データ通信容量500MB、5日間まで無料。
追加購入もアプリ上から即時可能
【東京都内のタクシー配車】
東京都内の約1.2万台のタクシーが
アプリ上で即時配車できる
【観光アクティビティ、ツアー手配】
季節の観光アクティビティや日帰りツ
アーがアプリで予約・購入できる
地方への交通手段も手配可能
＜第一弾：冬の人気アクティビティ「雪遊び」＞
東京都内から日帰りが可能なスキー場と連携し、
アジアからの来訪客に人気のある「雪遊び」を提供。
往復の送迎タクシーもアプリで手配可能なため、自
家用車などの交通手段を持たない訪日外国人旅
行者も気軽に雪国体験が可能となる。今後、季節
ごとに四季折々のアクティビティを展開予定。

■ 『WAmazing』アプリの利用方法
【対象者】主に台湾・香港に居住する訪日旅行者
※今後、順次、他のエリアや言語に展開予定
【登録（無料）・利用方法】
1）WAmazingの提供するiPhone向けアプリケーションを台
湾・香港のAppStoreにてダウンロードし会員登録（無料）
※2017年1月26日（木）よりアプリ配布開始
※受け取りの４時間前までが事前登録の締切
公式サイト： https://apps.wamazing.jp/
２）成田空港に到着後、第１・第２・第３ターミナルの国際旅
客到着フロアに設置してある受取機に、事前に登録したア
プリをかざすことで、無料SIMカードを受け取る（自身のス
マートフォンのSIMカードを差し替えると、データ通信量
500MB、5日間を上限に日本国内旅行中のインターネット通
信が無料で利用できる。追加の場合は有料にて購入可
能。）

【本件に関するお問い合わせ先】
WAmazing株式会社 担当：山下、勢堂（せいどう）
電話： 03-6432-4356 Mail： pr@wamazing.jp

無料SIMカードが
受け取れる機器（イメージ）
2017年2月1日より
成田空港にて運用開始

《参考資料①》
●成田空港での「無料SIMカード受取機」設置場所（2017年2月1日より運用開始）
ターミナル
第1ターミナル
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出国手続き前エリア１階北ウイングミーティングポイント付近
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出国手続き前エリア１階南ウイングミーティングポイント付近

B

第2ターミナル 出国手続き前エリア１階Aゾーン千葉銀行両替所付近

C

第3ターミナル 出国手続き前エリア２階ご案内カウンター付近

D
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＜第3ターミナル＞
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設置される機器
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●無料SIMカードの受取手順

【SIMカード入りボックス受取】
受取機からSIMカード入りボック
スを受け取り、格納されている
SIMカードと自分のiPhoneのSIM
カードと差し替え、WAmazingアプ
リより利用開始をすると、インター
ネット無料通信環境が開始。
【会員登録】
自国（台湾・香港）にてWAmazing
アプリをダウンロードし会員登録

【QRコードを受取機にかざす】
成田空港にて無料SIM受取機に
アプリのQRコードをかざす

500MB以上使いたい場合は、
アプリ上で購入決済し、データ通
信量を即時追加でき、利用日数
も自動延長される

《参考資料②》
●WAmazingアプリで使える都内約1.2万台のタクシー配車サービス
今いる場所から目的地まで、ドアトゥードアで移動できるタクシーは、東京の複雑な公共交通事情に詳しくない訪日外国
人旅行者にとって便利な交通手段です。しかし、言語（日本語）の壁があり、電話などでタクシー配車を依頼することは、
外国人旅行者にとって難易度が高いという問題がありました。
そこでWAmazingと、一般社団法人東京ハイヤー・タクシー協会「スマホdeタッくん」活性化特別委員会が連携し、日本
語や電話を使わずにアプリ内でタクシーを配車できるサービスを提供いたします。
（参考）東京ハイヤー・タクシー協会は、約400のタクシー会社が加盟する組織で、そのうち約1.2万台がタクシー共通配
車システ厶により配車可能
※加盟会社一覧 http://www.taxi-tokyo.or.jp/relation/index.html

【配車場所をアプリで指定】
WAmazingアプリにて、配車場所
を指定。
自分のいる現在地がGPSで表示
されるため土地勘のないエリアで
も正確な場所指定が可能

【配車の確認】
配車可能なタクシーが近くにいる
場合、配車確認をタップすれば、
ただちにタクシーが迎えにきます。
都内を走る約1万2500台のタク
シーが配車対象のため、素早い
配車が可能

【配車の完了】
迎えにきたタクシーを、車体の色、
車両番号、表示灯(あんどん)デザ
インなどでわかりやすく表示。
近づいてくるタクシーを、赤色の丸
で表示し、現在地を確認できるため、
安心して待つことができます。

《参考資料③》
●WAmazingアプリで予約・購入ができる季節ごとの観光アクティビティや日帰り観光ツアー
訪日外国人旅行者の増加に伴い、訪日回数２回目以上のリピーターが増え、これまで訪れたことのない日本の地方
部への関心が高まっています。特に、冬季シーズンにおいては、全訪日外国人旅行者の８割以上を占めるアジアからの
来訪者の「日本の雪」に対する興味は強いものの、公共交通が発達した都市部ではないスキー場に行くためには、「交
通」の壁が立ちはだかります。
そこで、WAmazingアプリでは、チェッカーキャブ無線協同組合と連携し、東京２３区内のホテルから対象スキー場までド
アトゥードアで確実に往復送迎することができる「訪日外国人旅行者向け観光タクシー」をアプリ上にて予約・手配（決
済）することが可能です。
今後も、春夏秋冬、季節ごとに、日本の四季を体験できる魅力的な地域へ、ドアトゥードアで送迎する観光タクシー商
品を掲載していきます。

※チェッカーキャブ無線協同組合は加盟会社51社、タクシー保有台数約3,800台の都内最大級のタクシーグループ
＜手ぶらでOK！ 朝でかけて夕方までに都内へ戻れる 雪山送迎タクシー＞ ※タクシー料金に加え手配料がかかります。
送迎先スキー場

所在地

1 川場スキー場

群馬県

2 ノルン水上スキー場

群馬県

3 谷川岳天神平スキー場

群馬県

4 たんばらスキーパーク

群馬県

5 神立高原スキー場

新潟県

6 舞子スノーリゾート

新潟県

7 湯沢中里スキー場

新潟県

8 マウントジーンズ那須

栃木県

9 富士見パノラマリゾート

長野県

23区内ホテル 23区内ホテル
出発時間目安 帰着時間目安

7:30
7:30
7:30
7:30
7:30
7:30
7:30
7:30
7:30

１台４名乗車の場合の
1人料金

15:40
15:15
15:57
15:43
15:47
16:09
15:59
16:17
16:16

12,923円
12,545円
13,073円
12,923円
13,518円
13,940円
13,518円
13,640円
13,490円

＜各スキー場で体験できる雪遊び(WAmazingアプリで予約・手配（決済）可能)＞ ※別途アクティビティ費用がかかります

スキー体験

スノーシュー（山歩き）

雪だるまづくり

＜参考：訪日外国人旅行者の雪遊び・スノーアクティビティニーズ＞

そり遊び

© 舞子スノーリゾート

昨今、旅行者数が急増しているアジア諸国では、自国で雪が降らない国も多く、一面の銀世界など日本の
スノーエリアは非日常世界です。
自国で雪が降らないために、スキーやスノーボードの滑走技術としては初心者ですが、はじめての雪遊び、
雪国体験には高い意向率を持っています。

1位
2位
3位
4位
5位

国名
スノーアクティビティ意向率
オーストラリア
30.2%
台湾
22.8%
タイ
22.0%
香港
21.5%
フィリピン
21.3%

2015年訪日人数
1.9万人
368万人
80万人
152万人
27万人

※スノーアクティビティ意向率：今後、日本で体験したいこととして回答した人の比率
（出典：観光庁「訪日外国人消費動向調査」）

© 谷川岳天神平スキー場

《参考資料④》
●福島県内 全22のスキー場で外国人（19歳～24歳）はリフト1日券が無料！
（WAmazingアプリ内にて告知協力を実施）
訪日外国人旅行者市場は活況を呈している反面、訪日外国人宿泊客の東北地域に占める割合は0.9％、さらに福島
県においては0.08％と非常に厳しい状況があります。
この状況を打破するために、WAmazing（株）は、福島県と東北索道協会福島地区部会の共同事業である「平成２８年度
福島県外国人スキーヤー誘致実証実験事業」に対して、WAmazingアプリにて告知協力を実施いたします。
＜WAmazingアプリ内での告知内容＞
外国パスポートを有する19歳から24歳の外国人を対象に
福島県内の全22スキー場のリフト１日券が期間中何度でも
無料となります。

【期間】2016年12月1日～2017年3月31日の全日
【対象者】外国パスポートを有する19歳～24歳までの若者
【内容】パスポートの提示により県内全22スキー場リフト1日券が無料
企画案内サイト（英語）：
http://www.tif.ne.jp/lang/en/newsrelease/topic_news.html?id=256

▲日本屈指のパウダースノーを楽しめる

＜19歳～24歳の外国人に無料リフト券を提供する福島県内全22のスキー場＞
エリア名

ゲレンデ名

磐梯エリア
磐梯エリア

猪苗代スキー場
裏磐梯スキー場

磐梯エリア

星野リゾート 裏磐梯猫魔スキー場

磐梯エリア

グランデコスノーリゾート

磐梯エリア

グランドサンピア猪苗代リゾートスキー場

磐梯エリア
磐梯エリア

三ノ倉スキー場
沼尻スキー場

磐梯エリア

ファミリースノーパークばんだい×２

磐梯エリア

星野リゾート アルツ磐梯

磐梯エリア

箕輪スキー場

磐梯エリア

リステルスキーファンタジア

会津エリア

会津高原たかつえスキー場

会津エリア

会津高原高畑スキー場

会津エリア

会津高原だいくらスキー場

会津エリア

会津高原南郷スキー場

会津エリア

尾瀬檜枝岐温泉スキー場

会津エリア
会津エリア

只見スキー場
フェアリーランドかねやまスキー場

あだたら高原エリア

あだたら高原スキー場

あだたら高原エリア

二本松塩沢スキー場

白河エリア

グランディ羽鳥湖スキーリゾート

白河エリア

スキーリゾート天栄

